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CMP の使用

ここでは、アクティブなスーパーバイザ モジュールの Connectivity Management Processor（CMP）を

使用してスーパーバイザ モジュールの CP を監視して、CP または Cisco NX-OS デバイスをリブートす

る方法について説明します。また、CP または CMP から CMP をリブートする方法についても説明して

います。

この章では、次の内容について説明します。

• 「CP の監視」（P.3-2）

• 「CP のリブート」（P.3-3）

• 「CMP からの Cisco NX-OS デバイスすべてのリブート」（P.3-3）

• 「CP からの CMP のリブート」（P.3-3）

• 「CMP からの CMP のリブート」（P.3-4）

• 「システムのリブート」（P.3-4）
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CP の監視
CP の監視
CMP から CP を監視できます。

スーパーバイザ モジュール CP を監視するには、次のオプション コマンドを使用します。

コマンド 目的

monitor cp

例:
switch-cmp# monitor cp
This command will disconnect the front-panel console 
on this supervisor module -
 proceed(y/n)? y
Connected
Escape character is '~,'
switch#

ローカル スーパーバイザ モジュール 
CP コンソール ポートのすべての出力を

監視します。

attach cp

例:
switch-cmp# attach cp
This command will disconnect the front-panel console 
on this supervisor module -
 proceed(y/n)? y
Connected
Escape character is '~,'
switch#

ローカル スーパーバイザ モジュール 
CP コンソール ポートを制御します。

~,

例:
switch# ~,
switch-cmp#

CP コンソールを終了し、CMP に戻り

ます。

ping ip-address

例:
switch-cmp# ping 192.0.2.15

リモート IP アドレスに ping を実行し、

結果を表示します。

show cp state

例:
switch-cmp# show cp state

スーパーバイザ モジュール CP に関す

るステータス情報を表示します。

show version

例:
switch-cmp# show version

CMP の BIOS およびソフトウェア イ
メージ バージョンを表示します。

traceroute ip-address

例:
switch-cmp# traceroute 192.0.2.15

リモート IP アドレスへの接続のテスト

を実行し、ルートに沿って各ホップの

結果を表示します。
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CP のリブート
CP のリブート
CMP から CP をリブートできます。

CMP からスーパーバイザ モジュール CP をリブートするには、次のコマンドを使用します。

（注） スーパーバイザ モジュールを、CP に搭載された Cisco NX-OS の command-line interface（CLI; コマ

ンドライン インターフェイス）からリブートすると、CMP もリブートされます。スーパーバイザ モ
ジュール CP のみをリブートし、CMP をリブートしない場合は、reload soft コマンドを使用します。

CMP からの Cisco NX-OS デバイスすべてのリブート
CMP から Cisco NX-OS デバイスすべてをリブートするには、次のコマンドを使用します。

CP からの CMP のリブート
CP から CMP をリブートできます。

スーパーバイザ モジュール CP の Cisco NX-OS から CMP をリブートするには、次のコマンドを使用

します。

コマンド 目的

reload cp 

例:
switch-cmp# reload cp

スーパーバイザ モジュールをリブートします。

コマンド 目的

reload system

例:
switch-cmp# reload system

Cisco NX-OS デバイスをリブートします。

コマンド 目的

reload cmp module slot

例:
switch# reload cmp module 5

CMP をリブートします。
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CMP からの CMP のリブート
CMP からの CMP のリブート
CP から CMP をリブートできます。

CMP から CMP をリブートするには、次のコマンドを使用します。

システムのリブート
reload soft コマンドを使用すると、セッションを継続しながら、アクティブなスーパーバイザ モ
ジュールの CMP からシステムをリブートできます。これには、アクティブな CP のリセット、スタン

バイ CP 電源の入れ直し、ラインカード電源の入れ直しが含まれます。

（注） CMP を含むシステムすべてをリロードするには、CMP から reload system コマンドを実行します。

システムをリブートするには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

reload cmp

例:
switch-cmp# reload cmp

CMP をリロードします。

コマンド 目的

reload soft

例:
switch-cmp# reload soft

CP およびスタンバイ CMP のシステム ハードウェア

のオペレーティング システムをリロードします。
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